年間行事 生徒ひとりひとりが主人公、充実し た高校生活を

4月
●入学式
●新入生歓迎会
●実力テスト

5月

●開校記念日

●１学期中間考査

6月
ール大会

抗バレーボ

●バレーボール大会

全クラス対

となって！

クラス一丸

7月
●１学期期末考査
すず かけ

●鈴懸祭（文化の部）
●三者面談

！

機会も充実

国際交流の

8月
●国際交流事業
（ニュージーランド派遣または受入）
●夏季進学補習

9月

●実力テスト
すず かけ

●鈴懸祭（体育の部）
●キャリア教育（1 年生）

黒田京子

体育委員長

上里町立上里中学校出身
毎年熊谷ドームで開催される鈴懸祭（体育の部）
は、熊女の体育祭であり、最大の体育行事です。1 年
生から 3 年生の縦割りで団を結成し、各団ごとのクラス T
シャツを着て行います。開会式では、3 年生の体育委員が独自に
考えたボケとダンスを取り入れた開会宣言という名の寸劇を披露し、
ドーム全体を盛り上げます。種目は、綱引きや 100m 走などの体育祭
定番のものをはじめ、がんばレース（障害物競走）や 2 学年種目のロー
ハイドなど、変わったものもあります。熊女生は競技中だけでなく、応
援も熱く全力で、特にリレー種目ではどのクラスからも黄色い声援が飛
び交います。熊女の体育祭では、クラスの絆はもちろん深まりますが、
学年の枠を超えた絆も深まります。最後を飾る応援合戦は、団ごとに
行う創作ダンスの一つで、熊女伝統の種目の一つです。3 年生を中心
に選曲から衣装作り、演技構成、パフォーマンスまでのすべてを
自分たちで行い、夏休みからたくさんの練習を重ねて本番に臨
みます。どの団も完成度が高く個性があり、見応えがあり
ます。鈴懸祭 ( 体育の部 ) では熊女 ( くまおんな )
達の勇ましく、熱い戦いが繰り広げられます。
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育の部
鈴懸祭 体
スは圧巻！
0 名のダン

各団 12

を送ろう !
若林彩音

文化委員長

さいたま市立第二東中学校出身

化の部
鈴懸祭 文
者 5,782
場
昨年度来

鈴懸祭（文化の部）は熊谷の暑い夏に負けな
いくらい熱気と活気に満ち溢れています。４月か
ら各クラスで文化祭について話し合い、約 10 日間の
作業で、本番を迎えます。企画・内装は完全オリジナルのため、
熊女生の企画内容のセンスと作業の丁寧さ、ユーモアが光ります。文化
部の活躍も見所のひとつです。調理部のクッキーは毎年行列ができるほど
人気で、書道部の迫力のある書道パフォーマンスには多くの人が思わず足を
止めてしまいます。また、家庭クラブ連絡委員を中心に生徒が作成する雑貨も
人気です。そして、一般の方は見学することの出来ないオープニングと後夜祭で
はのど自慢やミス熊が行われます。ミス熊では女同士の素敵なカップルたちがラ
ンウェイを歩くので黄色い歓声が飛び交います。後夜祭の最後には全員で合唱を
します。クラスメイトや同じ部活の仲間と肩を組み、体育館中に熊女生の元気
な歌声が響き渡る光景はとても素敵です。また、夕日に照らされた熊女生の笑
顔はとても輝いていて、文化祭が終わってしまう寂しさだけでなく文化祭に
向けて準備を頑張ってきた日々をも思い出します。こうして、鈴懸祭が私
たち熊女生の夏の思い出の１ページとして刻まれます。

名！

10月
●修学旅行
（令和元年度 2年生
広島・関西方面）

11月

● 2 学期中間考査
●テニス大会
（3年生）
● Kumajo パークマラソン

12月

● 2 学期期末考査

1月

●芸術鑑賞会
●冬季進学補習

●実力テスト

2月
●学年末考査

3月
●予餞会
●卒業式
●ハンド・バスケット大会
●合格体験談を聴く会
●春季進学補習

道！

ソン…文武両

パークマラ

スケ大会

ハンド・バ

力を！

ラスの団結

１年間のク
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部活動
運動部

流した汗の分だけ感動がある、夢をつかめ！

ラクロス部

▲平成 30

位
r Open 3

年度 Winte

テニス部

陸上競技部
▲平成 30 年度関東選抜 3 位

バレーボー

ル部

バスケットボール部
▲平成 30 年度北部地区大会ベスト４

ソフトテニス部
▲令和元年度関東大会出場（個人戦・団体戦）

陸上競技部

短距離、跳躍、投擲ブロックと長距離、競歩ブロック
に分かれ日々の練習に取り組んでいます。部員一丸と
なりインターハイ、関東大会出場、北部地区総合優勝を
めざし頑張っています。平成 30 年度全国インターハイ
5000m 競歩 10 位。関東大会 5000m 競歩、走高跳入賞。
関東選抜大会走高跳 3 位入賞。

バスケット部

「文武両道」「人との繋がりを大切に」「全員バスケット」
をモットーに日々練習に励んでいます。北部地区ではベ
スト 4 ですが、県ベスト 8 に向けて日々練習に汗を流し
ています。

バレーボール部

潑剌（はつらつ）を部訓として全員が礼儀正しく、目的
意識を持ち明るく活動しています。目標は関東大会出場。
応援してくださっている方々に感謝し、感動を与えられ
るような試合ができるようにがんばっています。

テニス部

合計 25 人で、勉強と両立もしながら、月 ~ 土曜日に活
動しています。シングルスがメインであることが魅力の
テニス部は、個人・団体ともに県大会ベスト 16 を目指
して頑張っています。ぜひ私たちと一緒にテニスを楽し
みましょう !
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剣道部
▲平成30年度県剣道大会個人 3 位
北部地区団体 2 位

ソフトテニス部

部長、副部長を中心に練習計画を立て、各自が毎日課題
を確認しながら練習に励んでいます。特に今年度は本県
で開催される関東大会出場が個人戦、団体戦ともに決定
し、さらに気合いが入っています。平成 30 年度関東県
予選団体ベスト 4、インターハイ県予選団体ベスト 8、
新人県大会団体ベスト 8。

剣道部

目的は人間形成、関東・全国大会出場を目標に稽古して
います。ともに鍛え合う一生ものの仲間と、顧問・コー
チの手厚い指導・相談体制が自慢です。平成 30 年度県
剣道大会個人 3 位、北部地区団体 2 位。

登山部

ラクロス部

夏山山行をメインに、年に 7~8 回の登山を行っていま
す。部員の体力などを考えて、四季の自然を楽しみなが
ら、無理のない山行を心がけています。

全員初心者からスタート。部員一人一人が主体的に考え
活動しています。熊女で一緒にラクロスをしましょう !
平成 30 年度 Winter Open 3 位 , 平成 29 年度春季・秋
季ともに関東大会出場。平成 28 年度秋季関東大会 5 位・
全国大会出場。

サッカー部
▲平成 30 年度新人大会県ベスト 16

ソフトボール部
▲平成 30 年度関東県予選ベスト 8
トン部

バドミン

水泳部

弓道部

ソフトボール部

文武両道を図り、「努力は素質を超え、気迫は実力を超
える」の精神で活動しています。平成 28 年度はあと一
歩のところで関東大会出場を逃しました。平成 29 年度
関東県予選ベスト 8、インターハイ県予選ベスト 8、新
人戦県大会ベスト 8。平成 30 年度関東県予選ベスト 8。

バドミントン部

埼玉県で有数の歴史と伝統を誇る部です。伝統の復活を
目標に日々練習に励んでいます。平成 30 年度関東大会
埼玉県予選ベスト 16。新人大会県大会学校対抗ベスト 8。

ハンドボール部

新たなスポーツに挑戦してみませんか。未経験者でも楽
しく活動し、厳しい練習にもチーム一丸となって励んで
います。関東大会 11 回出場、インターハイ出場など古
豪復活を目指しています。関東大会県予選、インターハ
イ県予選、県新人大会出場。

弓道部

弓道を通して心を鍛えましょう。礼節を大切にしていま
す。平成 28 年度関東予選県大会団体優勝・関東大会出場。
全国選抜大会県予選個人第 2 位・全国選抜大会出場。

卓球部

ハンドボール

サッカー部

関東大会・大学進学を目標に日々練習・勉強に励んでい
ます。高校からサッカーを始める選手がほとんどです。
一緒にサッカーを楽しみましょう !! 平成 30 年度新人大
会県ベスト 16。

水泳部

文武両道・全国大会出場を目標に頑張っています。冬は
熊谷高校の室内プールをお借りして練習しています。そ
のため年間通しての水中トレーニングが可能になってい
ます。平成 27・28 年度は 200m・400m 個人メドレー
で関東大会出場。平成 27・28 年度北部支部水泳競技大
会で女子総合優勝。

卓球部

卓球と言えば福原愛ちゃん。泣き虫愛ちゃんが今はいつ
もあの笑顔。いいですよね。私たち熊女卓球部も、試合
に勝って笑顔になれることを目標に練習を頑張って、勉
強との両立に奮闘しながら日々頑張っています。部員全
員で関東大会を目指し、厳しくも仲の良いチームである
ことが自慢です。
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部活動
文化部

感性を磨き 、最高の仲間とともに！

茶道部

美術部
▲『またお会いしたいです』
今井有莉、縁本二葉、内田美咲
第 19 回全国高等学校版画選手権
大会（はんが甲子園）新潟県知事賞

書道部

書道部
リンガントウショウギョウジョ

▲『臨雁塔聖教序』 新井菜央
第 19 回高校生国際美術展
文部科学大臣賞
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写真部
▲『追 憶』 水谷咲紀

第 43 回全国高等学校総合文化祭

佐賀大会出品

音楽部

音楽の感動を伝えることを目標に楽しく活動していま
す。7/27（土）に「さくらめいと」で、熊谷高校と合同定期
演奏会を行います。平成 30 年度関東合唱コンクール銀賞
受賞、関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト金賞受賞。

美術部

部員一同、様々なジャンルでの作品制作を楽しんでいま
す。高校美術展、熊谷市涼しさ体感アート、熊谷市美術展
等に向けて制作、出品しています。平成 24 年度はんが甲
子園文部科学大臣賞受賞、平成 30 年度新潟県知事賞（平
成 23、25、27、28、29 年度審査員奨励賞）を受賞しました。

調理部

調理部では、いろいろなジャンルの料理やお菓子を和気
あいあいとした雰囲気で楽しく作っています。文化祭で
販売するクッキーは人気があります。第 37 回牛乳料理
コンクール埼玉県大会では長ネギのお手軽ラビオリと小
松菜の和風チリソースを出品し優勝しました。

書道部

平成 30 年度全国高等学校総合文化祭（信州総文）出品。書
きぞめ中央展をはじめ、全国規模の展覧会でも多数受賞あ
り。文化祭ではパフォーマンスなどの活動もしています。

文芸部

詩、小説、俳句などの創作をし、部誌や企画誌を発行し
ています。また、定期的に読書会なども開き、和やかな
雰囲気で活動しています。

写真部

初心者大歓迎。毎年県高校写真展多数入選。平成 30 年
度県高校写真展最優秀賞受賞。平成 30 年度関東地区高
校写真展群馬大会 3 作品出品し、優秀賞を受賞。令和元
年度全国総文祭佐賀大会 2 作品出品決定。月に数回、校
外で撮影会を開催しています。

日本史部

県内の史跡を巡り歴史散歩をしたり、夏休みや春休みを
利用して県外学習を実施します。昨年度は春休みに岩宿
遺跡を見学しました。調べたことをまとめて、文化祭で
展示発表し、部誌にまとめるなどの活動をしています。
新しく世界史班も立ち上がりました。

華道部

桂古流の先生にご指導いただいています。2 年間でお免
状も取得できます。文化祭では作品を発表します。また、
市内の老人施設において生け花を展示する、地域との交
流活動もおこなっています。平成 30 年度全国高校生花
いけバトル関東大会に出場し、第 5 位をいただきました。

演劇部

春秋の熊谷地区 7 校による発表会や、文化祭等の校内公
演を行っています。役者だけでなく、音響・照明・舞台の
大道具・小道具作成など、いろいろな力が発揮できる部
です。部員一同、観客の皆さんに笑いと感動を届けられ
る舞台作りを目指しています。

茶道部

表千家の先生のご指導の下、作法・点前の習得に励んで
います。本校文化祭と、県民の日に開催される熊谷市お
茶会等で、お点前を披露しています。

宇宙研

究会

自然科学部
▲葉脈のしおりを作成
校内合

宿にて

撮影

チアリーディング部
▲ USA Nationals 2016 全国 1 位
2017、2018、
2019 全国 3 位

ギターマン

ドリン部

音楽部
▲平成 30 年度関東合唱コンクール銀賞受賞
平成 30 年度関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト金賞受賞

競技かるた同好会

英語劇部

平成 30 年 4 月、朝日新聞に活動記事が掲載されました。文
化祭公演、新入生歓迎公演では華やかで楽しい舞台を繰り
広げ、笑いと感動の渦を巻き起こしています。平成 28 年度
埼玉県英語劇発表大会 会長杯（県大会優勝）受賞。平成 29
年度埼玉県英語劇発表大会、野村杯（県大会 3 位）受賞。

自然科学部

個人の興味関心に基づいた研究テーマで実験・観察を実
施し、科学的イベントにも積極的に参加し科学の面白さ
を追求し広めています。文化祭では、演示実験や科学体
験教室を行います。

ギター
マンドリン部

全国高校総合文化祭、定期演奏会、文化祭、熊谷市の音
楽祭他、クリスマスコンサートなどの招待演奏も行って
います。4/28 に第 51 回定期演奏会を行いました。昨
年度は総文祭代表選考会でアンサンブル賞を受賞しまし
た。今年も受賞目指して頑張っています !

「今しかできない最響の音楽を奏でよう」をモットーに
毎日楽しく活動しています。5 月に行われる定期演奏会
アンサンブル
を中心にコンクールやアンサンブルコンテストでも上の
マジョリティ部
大会をめざして練習に励んでいます。皆さんもアンマ
ジョの一員になって一緒に吹奏楽しませんか ?

アンサンブルマジョリティ部

新聞部

「熊谷女子高校新聞」を年数回発行し、埼玉県学校新聞
コンクールにも応募します。勉強との両立はもちろん、
パソコン操作も上達します。平成 30 年度埼玉県学校新
聞コンクールでは奨励賞、努力賞受賞。

放送部

お昼の放送を中心に学校説明会や全校講演会の司会・体
育祭での進行役等でも活躍しています。大会ではアナウ
ンス部門・朗読部門に分かれて、日頃の成果を競います。
平成 25 年度関東地区高校放送コンクール朗読部門出場。

インターアクト部

他校と合同での街頭募金や献血の呼びかけを行っていま
す。文化祭での売上金は日本赤十字社に寄付しています。

「 元 気 溌 剌 」「 温 雅 端 正 」 を モ ッ ト ー に 活 動 中。 未 経
験 者 ば か り で す が、USA Nationals 2016 で は 全 国 1
チアリーディング部 位、2017、2018、2019 で は 全 国 3 位 を 獲 得 し ま し
た !SPARKLY ☆ BLOSSOM の名の通り、輝く青春を送
りましょう !

同好会

フォークソング愛好会
ダンス愛好会
宇宙研究会
競技かるた同好会
漫画研究同好会
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■ 学校説明会（熊谷文化センター（JR熊谷駅徒歩5分））

■ 彩の国進学フェア (さいたまスーパーアリーナ）

本校ホームページより申し込み制

7月20日（土）10:00〜17:00
21日（日） 9:30〜16:30

８月3日（土）午前の部 10：00〜
午後の部 14：00〜

■ 学校見学会

■ 北部地区県立高校進学フェア（八木橋百貨店）

本校ホームページより申し込み制

7月27日（土）10:00〜17:00
28日（日）10:00〜17:00

全6回 いずれも土曜日10：50～12：40
9月21日、
10月12日、10月26日
11月 9日、
11月30日、 2月 1日
※２月1日は中学 2 年生対象

すずかけ

■ 鈴懸祭
文化の部

7月13日
（土）12:30〜15:30
14日
（日）10:00〜15:30
※受付は両日共に15:00まで

体育の部

N
熊谷女子高前

北大通

り

埼玉県立
熊谷女子高等学校

埼玉県立熊谷女子高等学校

筑波
国道 17 号

KUMAGAYA GIRLS

〒 360-0031

星川通り

TEL
至 深谷

北口
熊谷駅

9月5日（木） 彩の国くまがやドーム

JR 高崎線／上越新幹線

至 大宮

秩父鉄道

FAX

UPPER SECONDARY SCHOOL

埼玉県熊谷市末広 2-131

048-521-0015
048-520-1052

ホームページ
E-mail

◆ JR高崎線熊谷駅より徒歩7分

,

彩の国
埼玉県

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

http://www.kumajo-h.spec.ed.jp
seitoboshu@kumajo-h.spec.ed.jp

